
平成 22 年度第 1 回 

山梨地域審議会議事概要 

 

平成22 年7月16日（金） 

午後7時30分～午後8時30分 

夢わーく山梨  大集会室 

 

 

※開会前に新委員に委嘱状交付   

 

１  開会   

２  会長あいさつ  関口会長 

３  市長あいさつ   

４  議題（出席委員  １２人   市出席者  市長以下８人） 

    関口会長が議長となり議事に入る。 

（１）平成22年度予算概要・主要事業について 

担当課から説明 

質議       

委員：平成２１年度の審議会で報告のあった議事について経過報告をお願いしたい。 

市  ：庁舎南棟を含む山梨市シティーセンターについては、前市長の急逝により、懇話会での検討は

現在進んでいない。図書館についても、ひとつの案として検討していくということで、それ以

上のことはまだ決まっていない。 

議長：住宅用火災警報器の取り付けについては終了したのか。 

市  ：消防団員により、市内75歳以上だけの世帯、単身者宅に取り付けを終了した。 

委員：市内活性化のために観光公社のようなものを作ってはどうか。 

市  ：いろいろな意見を聞きながら研究をしていきたい。 

委員：予算説明の中でポンプ車の購入について話があったが、団長の私には具体的な話が伝わってい

ない。消防主任を通じて各部がホースや消耗品の申請をしているが、予算的なこともあると思

うが、なかなか購入してもらえない。消防団関係の予算の概要がわかれば分団長達にも状況が

説明できる。予算がどのくらいあるのか情報がないので不満が出ている。正副団長ぐらいには

予算の説明をお願いしたい。 

市  ：厳しい財政状況のため、希望どおりの購入できないことをご理解いただきたい。ポンプ車購入

など主要な情報については、分団長以上に話をするよう担当課である総務課に話をしておく。 

委員：市の厳しい財政状況はわかるが、予算の情報がわかれば、団の運営もやりやすくなるのでぜひ

お願いしたい。 

委員：消防団幹部には情報が伝わっていないといけないと思う。中村市長の時代から各区長は様々な

要望を上げているが、それらの進捗状況がわからない。下神内川に「かのがわ古道」が作られ

たが、どのくらい市にとって有効価値があるのか。国からの補助金があるから作ったとのこと

だが、各区からの要望も目に見える対応をしてもらいたい。横溝正史館も地域交流センターも

どれくらいの成果があるのか疑問に思っている。地域住民のために、補助がなくても、要望し

たことはやってもらいたい。議員にも職員にも、市民のためになる施策を行っていただきたい。 

 

５  閉会   



平成22年度第1回 

牧丘地域審議会議事概要 

 

日時 平成22年7月12日（月） 

午後7時30分～9時30分 

場所 牧丘支所 大会議室 

※開会前に新委員に委嘱状交付 

 

1 開会 

2 会長あいさつ  大宮山会長 

3 市長あいさつ 

4 議題（出席委員    １４人、市出席者  市長以下１０人） 

大宮山会長が議長となり議事に入る。 

（1） 平成22度予算概要・主要事業について 

   担当課から説明 

質疑 

委員：県営牧丘東部畑地帯総合整備事業について、県の職員から事業仕訳の影響で、できないと聞い

たがどうなのか。 

市  ：予算計上されている事業は、財源の手当てができている。実施する方向だが、確認させていた

だきたい。 

委員：林道塩平徳和線について、進捗状況、完成予定はいつなのか。 

市  ：確認させていただきたい。昨年度、小楢山の倉科財産区所有地外3つの工区で工事を実施して

いる。 

委員：子宮頸がん予防接種事業は、女性に対する助成であるが、男性の前立腺がんについても医療費

補助、病気見舞金などの市独自制度の創設を要望したい。 

市  ：要望について検討する。この事業自体は、がんとしては唯一予防可能である子宮頸がんについ

て、罹らせないことで市民の生命・健康を守ろうという趣旨のものなので、前立腺がんは同列

で話すことはできない。現行では、その他の疾病については特定疾患など難病に対して医療費

助成があるのみである。 

委員：何人に接種できるのか。 

市  ：374人分の助成費用が予算計上してある。 

委員：市の借金はどのくらいあるのか。一人当たりどのくらいか。 

市  ：平成21年度末、37,753,656,000円である。うち一般会計23,191,308,000円。一人当たり

では、山梨市の人口を約38,000人として、100万円弱になる。 

委員：野背坂線改良事業について、牧丘では、生活道路としても需要が見込めるが、開通はいつにな

るのか。 

市  ：平成26年度開通予定である。 

委員：市税収入が今年も前年比マイナスになっているが、税収減を解消する見込みはあるのか。 

市  ：景気頼みの状況ではあるが、収納率を上げ、滞納整理に力を入れていきたい。 

委員：牧丘地域無線式町内放送設備改修事業は、どのような事業なのか。 

市  ：新しく統合するデジタル式の防災・行政無線の導入にあたり、牧丘地域内放送の「戸別受信機

の行政放送と農事放送を分けて管理する」システムを構築する事業である。 



注）牧丘地域にある戸別受信機では、【行政の行う行政放送】と【農協の行う農事放送】を区別し、各戸

で必要な放送を聞いている。（＝機器の設定を変える必要あり。） 

委員：防災無線では、台風時の戸締まり状態などで聞こえない場合がある。戸別受信機を併用して防

災・避難勧告などに使ったらどうか。 

市  ：状況に応じて運用したい。 

委員：防災無線の運用については、災害に関係のない放送が多いため、危機感を持って聴く人が尐な

いような気がする。運用方法を見直したほうがよいのではないか。 

委員：観光協会としては、イベント告知には使わせてもらいたい。 

議長：全市で運用しているものなので、地域審議会の意見として、区長会で検討してもらうのがよい

のではないかと思う。 

委員：区長会で検討するのは構わないが、行政サイドでしっかりしたガイドラインを示すべきだと思

う。 

委員：放送時にサイレンを変えるなど、注意を喚起するような工夫をしたらどうか。 

市  ：システムを統合するこの機会に運用を見直して行きたいと考えているので、その中で合わせて

検討していきたい。 

 

（２）牧丘支所から報告事項 

・旧保健センターの活用について 

・牧丘支所空きスペース活用について 

・山梨消防署牧丘分署の一時移転について 

支所から説明 

牧丘支所の屋根防水工事について、5月1日から6月28日までの工事によりすべて終了し

た。 

質疑 

委員：牧丘支所では、時間外に警備会社へ電話が転送されるが、午前8時30分を過ぎても転送解除

されていないことがあった。自動で転送・転送解除はできないのか。 

市  ：自動転送については、NTTにそのようなサービスがないので、転送解除を確実にするよう徹底

したい。 

委員：コミュニティセンターの使用料は無料のようだが、YLOも無料にできないのか。 

市  ：コミュニティセンターについては、過去のいきさつや、保健センターとして町全体で使用して

きた事情があるので、暫定的な運用となっている。使用料については利用形態を決める議論の

中で、検討していきたい。ただし、他の施設とのバランスを考える必要があると考えている。 

委員：コミュニティセンターの使用時間について、夜や休日に使えるようにしてほしい。 

市  ：利用時間等の運用は前向きに検討していくが、鍵の管理・セキュリティの関係でクリアしなけ

ればならないことがあるので、ご理解いただきたい。 

 

（３）その他 

委員：小楢山の山頂でカラマツが大きくなり、眺望を損ねている。多くのハイカーが訪れる観光スポ

ットなのにもったいない。昨年、倉科財産区で県の持ち分を買い取ったので、いよいよ間伐が

できると期待していたが予算がないという話である。観光の予算でも財産区の予算でもいいの

でぜひ補助をお願いしたい。 

市  ：検討する。 

会長：オーチャードヴィレッジ・フフを人が多く集まる拠点としたらよいと考え、9月のJRパノラ

マビューウォーキングに商工会が参加してフリーマーケットを実施する予定である。また、巨

峰を全国にアピールする事業を900万円規模で展開する。牧丘地区に限らず市内全域で「おざ



～ら」のような郷土色のある料理や菓子などの加工品・関連商品を開発・考案して宣伝してい

きたい。昨年、都内の路上で試食会を行い好評だった。今年1月にはフルーツ公園で、巨峰パ

ウダー・巨峰ピューレを使った、おこわ・小豆ぼうとう・ロールケーキ・シュークリーム・だ

いふくなどの発表会を行った。地域全体で取り組みを継続することが大事なので、ぜひ盛り上

げていただきたい。 

 

 

５  閉会    

 



平成22年度第1回 

三富地域審議会議事概要 

 

日時 平成22年7月28日（水） 

午後7時30分～9時 

場所 三富支所委員会室       

 

※開会前に新委員に委嘱状交付 

 

１  開会 

２  会長あいさつ  前島会長 

３  市長あいさつ 

４  議題（出席委員  １５人  市出席者 市長以下１１人） 

    前島会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）平成22年度予算概要・主要事業について 

      担当課から説明 

質疑 

議長：消防費の予算で牧丘分署改築事業の負担金による増額との説明だったが、雁坂トンネルが開通

したので分署はもっと三富地域の近くにという意見が開通当時あったが、新しい分署の場所は

どこか。 

市  ：現在地に建てるとのことである。また、主要事業の追加説明になるが、三富地区の道路建設改

良事業は市道塩原寺井線と大平線の舗装工事である。平成２１年度の繰越事業の学校校舎体育

館の耐震補強工事は、２２年度ですべて完了する。 

議長：商工費の減額は西沢渓谷の遊歩道が完成したのが理由なのか。 

市  ：西沢渓谷のう回路の橋梁などの工事が終了したからである。県管理の方杖橋は現在工事中であ

る。 

議長：子宮頸がんワクチンの接種はいつから可能か。 

市  ：６月補正予算が議決されたので、いつでも可能である。 

議長：平成２２年度から２７年度に牧丘・三富地域で実施される過疎対策事業の計画策定は、地域の

要望が反映されているのか。いつ集約するのか。 

市  ：過疎計画は２２年度から６年間延長になる。今回からハード事業だけでなくソフト事業も実施

できる。計画を策定することで、過疎債という借入金を使った事業展開ができる。計画を作ら

なければ過疎債が起債できないというのが国の考え方である。予定では８月中旬頃県と協議し、

９月議会に提案したい。平成１２年に作られた旧三富での５年、新市での５年の前計画を確認

すると同時に、各課で把握している地域の要望を踏まえ策定する予定である。従来の計画は具

体的に事業名を挙げて計画書を作っていたが、県に確認する中で、個々の路線名を出さず、大

きなくくりの中で「市道整備事業」などとして、どこの路線でも当てはまるような文章表現で

計画書を策定したい。議員全員協議会で説明した際も、地域審議会の意見も必要ではないかと

いう意見をいただいたが、文章表現の中で事業などの要望も対応できるという説明でご理解い

ただいた。観光的な内容についても、西沢渓谷とか広瀬湖という言葉を入れるのではなくて、

「観光地整備」、「観光施設整備」という表現で計画書を作ることで幅広く対応できる。ぜひ、

ご理解をいただきたい。 



委員：狭い市道の舗装などは原材料でやるようにとの話だが、いまの説明だと、それとは関係なくで

きるのか。 

市  ：２．５ｍ未満の道路は原材料支給で対応していただく、というのは建設課と考え方は同じであ

る。待避所のようなものは過疎債の対象事業に該当する。 

委員：６年間の途中で、新たに出てきた事業は取り入れてもらえるか。今ここで、すべて挙げないと

追加はできないのか。 

市  ：過疎計画は、法に定める１から１０の項目において、現状と対策を記述するようになっている。

内容については、各課から牧丘、三富地域における事業、課題などを拾い上げ、その内容を計

画に反映させている。大きなくくりで作るので、かなり網羅できると考えている。 

委員：こちらからの要望がその計画の中へ、入れてもらえるということか。 

市  ：各課から出された、牧丘、三富地域における事業、課題などを、全部文章表現の中で反映させ

る形で計画を策定している。 

委員：合併前に、過疎債を活用して、旧スポーツ広場に福祉施設を建設する計画があったが、検討す

る時間はあるのか。 

市  ：県との協議を８月中旬に終えていきたい。そして９月議会に議案として提案したい。先程説明

したとおり、過疎計画は、過疎債という借入金を充当するために策定するものであり、当然そ

の返済も考えなければならない。７０％の交付税措置がある有利な起債ではあるが、残り３０％

は一般財源を使わないとならない。実現可能な事業を優先したいと考えているので、ご理解い

ただきいたい。 

委員：福祉施設の建設は、すももだいらスポーツ広場や小学校の耐震工事を優先させるため、再三待

った経緯がある。 

市  ：どこかの課へ具体的な話しはしてあるのか。 

議長：地域審議会では、意見交換の中で要望している。 

市  ：文章表現の中で対応できると思うが、確認したい。 

委員：８月中旬に県と協議するそうだが、その文章はぎりぎりにならないと分からないのか。 

市  ：まだ、文章はどこにも出していない。 

委員：地域で考えている事業が組み入れられているのか。 

市  ：先程説明したとおり、それぞれ所管する課が事業の実施をしてきている。建設課、農林商工課、

観光課等がそれぞれ事業の執行主体となっているので、それらの課に要望が挙がっていれば計

画の中にも入っている。観光地という表現の中には、三富の観光地がすべて入っている。 

委員：地域審議会などで出たものが、実際各課に届いているのか分からない。 

委員：各課を通さないと計画には反映されないのか。 

市  ：私どもが全ての事業を把握しているわけではないので、各課にも、昨年の段階から説明し協力

をお願いしながら、策定作業を進めてきた。国の方針が定まったのは、今年３月下旬であった

が、その時点ではソフト事業の内容について提示がなかった。ここで決まったので再度各課に

下ろしてソフト事業も踏まえて見直しを依頼した。従来は個々の事業を挙げていたが、多くの

事業が拾えるような、文章表現で計画書を作っている。 

議長：過疎計画について、後ほど話し合い、地域審議会として６年間の計画の要望をしたい。予算関

係については以上で終了する。 

 

（２） その他 

質疑 

委員：文化協会の代表としてお礼を言いたい。以前お願いした基幹集落センターの床暖房の使用につ

いて、文化祭では今までどおり使わせてもらった。 

委員：共働きのため、子どもの中学校の部活動の送迎ができない。夏休み中、スクールバスの運行が



できないか。市営バスの時間も部活の時間帯に合わない。 

市  ：中学は自主練習で部活動をしている。市営バスの利用など教育委員会で検討する。 

議長：スクールバスが運行されれば一番良いが、できなければ市営バスのダイヤの変更も検討してほ

しい。 

市  ：市営バスの担当課とも協議したい。 

委員：有害鳥獣防護柵の設置事業をやってもらっているが、シカが道路から入ってきて作物を食べて

しまう。奥多摩町を視察し、対策会を作ってワナによる捕獲を計画をしたが、処理に困るので

できない。肉の加工施設を作ってもらえないか。 

議長：前市長に加工施設の建設を要望した。前市長は馬込の施設を活用したらどうかということで、

話が止まっている。 

委員：馬込の施設も人家に近く、使いにくいので竹越市長にも考えてもらいたい。 

委員：シカが多くて困っているが、それ以上にサルが増えて困っている。サルの駆除は大変だと思う

が何とかしてほしい。 

市  ：サルを捕ると助成金が出るが、出没した場所に猟師が行ったときにはすでに逃げている。自己

防衛として花火で脅かしている地域もある。 

議長：市内でも三富地域が一番被害に遭っている。農業を続ける意欲がなくなる。知恵をしぼって対

策を講じて欲しいのが、地域の願いである。 

委員：耕作放棄地が増えて困っている。周辺の人たちが、その土地の草が刈れるような条例化ができ

ないか。また、観光客は塩山駅からタクシーを使う。山梨市駅からという案内ではなくて、も

っと広域的に考えて欲しい。 

市  ：市とすれば山梨市駅で降りてもらいたいが、観光客は西沢渓谷へ行くのに、駅は関係ない。甲

府市、笛吹市、甲州市などと広域的な発想で観光ルートを作ったり、秩父市などとも連携して

いくよう考えていきたい。多くの人に来てもらうことが望ましい。 

委員：市の行事の参加賞として、黄色いゴミ袋をもらうが三富では使えない。主催者に、参加賞の変

更をお願いするしかないのか。 

市  ：ゴミ袋については、黄色い袋は支所で環境衛生組合用と交換できることになった。 

委員：山梨市には児童虐待があるのか。 

市  ：過去にはあったが現在はない。緊急雇用で一人、専門の担当者を置いている。カウンセラーや

児童相談所、児童委員とも連携を取っている。 

委員：教育の問題は大事なことなので、三富地域においては子供の通学などに配慮して欲しい。 

議長：中学校の部活だけでなく、高校への通学についても幅広く考えてもらいたい。 

市  ：通学については研究していきたい。 

５  閉会 

 


